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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！　また、休館している区施設等もありますので、事前にご確認ください。

事業名 担当 日 時間 内容

育児相談
牛込 １4㈮ ９：00～１0：00 個別相談（おおむね１歳までの乳幼

児）

四谷   ６㈭ ９：30～１１：30 さくらんぼくらぶ（個別相談）

育 児・お っ
ぱい相談

東新宿 2１㈮ ９：00～１0：30 保健師・助産師・栄養士の個別相談
おっぱい相談は予約制落合   5㈬ １3：00～１4：30

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

  7㈮
産婦人科系
全般

１4：00～１６：00 予約制。女性の婦人科医などの個別
相談。思春期から更年期の女性のか
らだや婦人科系の症状などについて
相談できます。25㈫

更年期専門 １7：30～１９：30

精神保健
相談

牛込   4㈫・１８㈫ １4：１5～１６：30
予約制。精神科医師による思春期か
ら高齢期（認知症を含む）までの「こ
ころ」の相談

四谷 １4㈮ １4：00～１６：１5

東新宿   5㈬ １3：１5～１5：30

落合 20㈭
１4：00～１６：１5うつ専門

相談 四谷 27㈭ 予約制。精神科医の個別相談

訪問指導

牛込   3㈪

１3：30～１5：30

予約制。理学療法士・作業療法士が自
宅を訪問し、実技指導のほか、リハビ
リ等のアドバイスをします。
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
導（栄養・歯科のアドバイス・実技指
導）は随時実施（予約制）

四谷 24㈪

東新宿 １９㈬・24㈪

落合   4㈫

◆ 予約制のものは７月７日㈫から受け付けます ◆

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★

牛込保健センター ☎（３２６０）６２３１ ㋫（３２６０）６２２３ 〒１６２-０８５１ 弁天町５０

四谷保健センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６

東新宿保健センター ☎（３２００）１０２６ ㋫（３２００）１０２７ 〒１６０-００２２ 新宿７-２６-４

落合保健センター ☎（３９５２）７１６１ ㋫（３９５２）９９４３ 〒１６１-００３３ 下落合４-６-７

女性の
健康支援センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６

（四谷保健センター内）

８月の保健センター等の相談 母子関係の事業は母子健
康手帳をお持ちください。

　ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更する可能性がありま
すので、お問い合わせください。

■ 実施場所

区の委託医療機関（区内診療所など）
※各医療機関の感染予防対策にご協力
ください。
■ 対象

▶16歳～39歳の方（学校・勤務先等で
健診を受ける機会がある方を除く）
▶40歳～74歳で新宿区の国民健康保険
に加入している方、生活保護等を受けて
いる方
▶75歳以上で東京都後期高齢者医療制
度に加入している方（65～74歳の任意加
入者を含む）、生活保護等を受けている方
※40歳～74歳で新宿区の国民健康保
険以外の健康保険（健康保険組合・共済
組合・協会けんぽ・国民健康保険組合
等）に加入している方（被扶養者を含
む）の健康診査は、各医療保険者が実施
します。詳しくは、加入している医療保
険者へお問い合わせください。
■ 検査内容 ※診断書は発行しません。
▶問診　　▶身体計測　▶血圧測定
▶尿検査　▶血液検査　ほか
※結果は後日、対面等で通知します。
※50歳以上の男性は前立腺がん検診

（200円）も同時に受診できます。
※がん検診（有料）を実施している医療
機関もあります。受診には「がん検診
票」が必要です。

■ 受診申込み

　左記対象の方に「健康診査・がん検
診のご案内」（医療機関の一覧掲載）と
健康診査票を下図の封筒で発送しまし
た。ご案内をご覧の上、医療機関に直
接、お問い合わせください。

※「ご案内」に掲載の医療機関一覧は
変更する場合があります。最新の情報
は、新宿区ホームページでご案内して
います。
※「健康診査票」「がん検診票」がお手
元にない方は、健康づくり課健診係ま
たは各保健センターへご連絡くださ
い。

【問合せ】健康づくり課健診係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）4207へ。

健康診査年に1度の健康チェック 料無

新しい介護保険負担割合証を発送します

　介護保険サービスなどを利用するときの利用者負担割合（1～3割）を記載した
介護保険負担割合証（有効期限／令和3年7月31日）を7月13日㈪に発送します。令
和2年8月サービス利用分からは新しい介護保険負担割合証を、介護保険被保険者
証と併せて提示してください。
※福祉用具購入費・住宅改修費は領収月が8月のものから新しい負担割合になります。
★利用者負担割合…令和2年度の住民税の課税状況等に応じて判定します。判定
基準は、介護保険負担割合証に同封のチラシや新宿区ホームページでご案内して
います。

【問合せ】▶要介護・要支援の方…介護保険課資格係☎（5273）4597、▶事業対象者
の方…地域包括ケア推進課介護予防係☎（5273）4568へ（いずれも本庁舎2階）。

令和2年度は中止します

神田川親水テラスの開放 ・水施設の稼働

　例年7月中旬～8月中旬に実施してい
る神田川親水テラスの開放と神田川子
ども体験講座は、新型コロナウイルス
感染防止のため、令和2年度は中止しま
す。また、水遊びができる右記区立公園
の水施設も、稼働を中止します。

【問合せ】みどり公園課公園管理係（本
庁舎7階）☎（5273）3914へ。

● 水施設の稼働を中止する公園
▶みなみもと町公園、▶富久さくら公
園、▶新宿公園、▶延寿東流庭園、▶藤
兵衛公園、▶白銀公園、▶戸山東公園、
▶神田上水公園、▶北柏木公園、▶下落
合公園、▶上落合西公園、▶高田馬場公
園、▶百人町ふれあい公園、▶新宿中央
公園ジャブジャブ池

【問合せ】▶工事全般・柏木地域セン
ター…柏木特別出張所（北新宿2―3―
7）☎（3363）3641、▶北新宿地域交流
館…地域包括ケア推進課高齢いきがい
係（本庁舎2階）☎（5273）4567、▶北新
宿第一児童館・学童クラブ…子ども家
庭 支 援 課 児 童 館 運 営 係 ☎（5273）
4544、▶柏木子ども園（乳児園舎）…同
園☎（3369）5855へ。

　広報新宿4月5日号6面でお知らせした柏木特別出張所等区民施設（柏木地域セン
ター等の下記施設）の工事による一部施設の休館日程を以下のとおり変更します。
※下記以外の施設等（柏木特別出張所・柏木子ども園（乳児園舎）・北新宿第一学童
クラブ）は通常どおり運営し、休業日や終業後に工事を行います。

⃝北新宿地域交流館…9月下旬～10月
⃝北新宿第一児童館…10月
⃝柏木地域センター
▶地下1階（会議室1・多目的ホール・調
理室）…令和3年6月～9月
▶1階（音楽室・和室・会議室2）…令和3
年1月～5月
▶1階（談話室）…令和3年1月～9月

後期高齢者医療制度に加入している方へ

　保険料の納入通知書を7月17日㈮に発送します。保険料は、全被保険者が負担す
る「均等割」と所得に応じてかかる「所得割」の合計で、2年ごとに見直しています

（均等割・所得割の金額は所得等により軽減される場合あり）。納入通知書に同封の
通知には、保険料の計算方法もご案内しています。
※令和元年分の所得税・住民税の申告が遅れた方、新宿区以外の住所で住民税が課
税されている方などは、後日、保険料が変更になることがあります。

【問合せ】高齢者医療担当課高齢者医療係（本庁舎4階）☎（5273）4562へ。

◆納付方法を口座振替（自動払込）に変更できます
　「保険料納付方法変更申出書」を高齢者医療担当課へ郵送またはお持ちくださ
い。申出書が8月5日㈬までに届いた方は10月から、その後に届いた方は12月以
降、口座振替に変更します。申出書が必要な方はご連絡ください。
※申出書を提出しても、保険料を滞納した場合は、年金からの引き落としに切り替
わることがあります。
◆納付書や口座振替で納付する方
　次の方は、年金からの引き落としでなく、納付書や口座振替（自動払込）での納付
となります。忘れずに納付してください。
▶介護保険料が年金からの引き落としでない
▶年金（介護保険料が引かれている年金）受給額が年額18万円未満
▶令和2年7月1日以降に75歳になった
▶令和2年4月2日以降に新宿区に転入した
▶本人の申し出により口座振替に変更した
▶後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、介護保険料が引き落とされてい
る年金受給額の2分の1を超える
※年度の途中で保険料が増額になる方は、年金からの引き落としと、納付書や口座
振替での納付が併用になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少した方は保険料を減免します

　申請（原則として郵送のみ）により減免します。対象・申請方法・必要書類等詳
し く は、保 険 料 減 免 担 当（ 〒160-8484歌 舞 伎 町1―5―1、第1分 庁 舎7階 ）
☎（5273）4189にお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内して
います。

国民健康保険に加入している方へ

限度額適用認定証の更新の案内を

7月6日㈪に発送します
（限度額適用・標準負担額減額認定証）

人工透析を必要とする慢性腎不全に関する

新しい特定疾病療養受療証を7月6日㈪に発送します

　「限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）」を提示すると、1か月
間に1つの医療機関の窓口で支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までになり
ます。
　有効期限が令和2年7月31日の認定証をお持ちの方で、8月以降も引き続き利用
を希望する方は、医療保険年金課へ申請が必要です。認定証をお持ちで更新の対象
の方には、7月6日㈪に申請書を発送します。申請方法・必要書類等詳しくは、お問
い合わせください。

　対象の方に7月6日㈪に発送します。差し替えてご使用ください。
※特定疾病療養受療証のうち、「70歳以上の方の『人工透析を必要とする慢性腎不
全』」「血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血
液凝固第Ⅸ因子障害等」に関する受療証は有効期限がないため、お手持ちの受療証
を引き続き使用できます。

【問合せ】医療保険年金課国保給付係（本庁舎4階）☎（5273）4149へ。

東京都医療機関案内サー
ビス「ひまわり」
☎（５２７２）０３０３（２４時間）
㋫ (５２８５)８０８０
㋭  http://www.himawari.

metro.tokyo.jp/

平日・土曜日夜間にお子さんが急病になったら 休日・夜間等の
医療機関のご案内しんじゅく平日・土曜日夜間こども診療室

（戸山１―２１―１、国立国際医療研究センター病院内）
 ☎・㋫（６２２８）０７１３

【診療時間（小児科）】▶月～金曜日午後7時～１0時、
▶土曜日午後６時～１0時（祝日等を除く。受け付けは午
後９時30分まで）
※保険証等をお持ちください。なるべく事前に電話で
症状を伝えてから受診してください。

保険料の納付は原則として年金からの引き落としです

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方

介護予防・生活支援サービス事業対象者の方へ

７月１３日㈪

休館する施設・期間

柏木地域センター等の
休館日程を変更します

シルバー人材センター  

新規会員入会説明会

【日時】7月15日㈬午前10時から、午後
1時30分から、16日㈭午後1時30分か
ら

【対象】区内在
住 の60歳 以 上
で、健康で就業
意欲のある方

【会場・申込み】電話で同センター（新宿
7―3―29）☎（3209）3181へ。

認知症・もの忘れ相談

【日時】7月29日㈬
午 後2時30分 ～4
時

【対象】区内在住
で「最近もの忘れ
が多い」と心配の
ある方、4名

【内容】新宿区医師会認知症・もの忘れ
相談医による個別相談

【会場・申込み】7月7日㈫から電話で
戸塚高齢者総合相談センター（高田馬
場1―17―20）☎（3203）3143へ。先
着順。

区内福祉施設・団体に備品・施

設整備等の経費を助成します

● 備品・施設整備㈱日本財託助成金
【対象事業・助成限度額】▶備品購入・
備品修繕…20万円、▶施設整備・施設
改修…70万円

【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を7月31日（必着）までに郵送で区社
会福祉協議会（〒169-0075高田馬場1
―17―20）☎（5273）2941へ。要綱・申
請書は同協議会で配布するほか、同協
議 会 ホ ー ム ペ ー ジ（㋭http://www.
shinjuku-shakyo.jp）から取り出せま
す。

つのはずミッションラリー 

　「動物の絵本を借りる」などのミッシ
ョンを達成すると、1日1つシールがも
らえます。

【期間】7月23日㈷～8月30日㈰
【対象】小学生まで
【会場・問合せ】
角 筈 図 書 館（ 西
新 宿4―33―7）
☎（5371）0010
へ。

初心者ゲートボール教室  

【日時・会場】▶7月10日～22日の月・
水・金曜日午前9時30分～12時…都立
戸山公園いきいき広場（箱根山地区、戸
山3―2）
▶7月12日㈰・19日㈰午前10時～12時
…よつや運動広場（四谷1―1）、清水川
橋公園（下落合1―1）
※雨天・荒天時は中止します。

【対象】区内在住・在勤・在学のおおむね
10歳～70歳代、各回10名

【内容】基礎から指導。動きやすい服装・
運動靴でおいでください。用具は貸し
出します。

【費用】1回200円
【主催・申込み】7月7日㈫から電話で各
日3日前までに区ゲートボール協会
☎（3362）1357（田林）へ。先着順。

6月の新宿区の人口 １日現在
（増減は前月比）

住民基本台帳人口  347,0１4人（52８人減）

世帯数 220,3１８世帯（4６６世帯減）

日本人 外国人

人口計 30８,１６６人
（１６0人減）

3８,８4８人
（3６８人減）

男 １54,１１2人
（６１人減）

１９,73６人
（１９１人減）

女 １54,054人
（９９人減）

１９,１１2人
（１77人減）

新宿スポーツセンターの  

指定管理者を募集します

　令和3年4月から新宿スポーツセン
ター（大久保3―5―1）を管理する指定
管理者を募集します。

【指定期間】令和3年4月1日から5年間
【対象】法人格があり、スポーツ施設の
管理運営・スポーツ事業の業務が可能
で、業務についての経験知識が豊富な
企業・団体

【業務内容】施設管理運営、利用者サー
ビスの提供、施設・設備の維持管理ほか

【選考】プロポーザル方式、▶1次…書類、
▶2次…プレゼンテーション・質疑応答

【申込み】事前連絡の上、所定の申請書
等を7月20日㈪~8月21日㈮に生涯学
習スポーツ課生涯学習スポーツ係（本
庁舎1階）☎（5273）4358・㋫（5273）
3590へお持ちください。
● 現地説明会を開催します

【日時】7月27日㈪午前9時30分から、
午後0時45分から、午後2時45分から

【申込み】所定の申込書を7月20日㈪正
午までにファックスで同係へ。
※申請書、現地説明会の申込書は同係
で配布しているほか、新宿区ホーム
ページから取り出せます。

令和2年度の保険料の納入通知書を発送します

７月１７日㈮

新宿区職員

【職種・採用予定数】福祉（保育士・児童
指導・福祉）、35名程度

【受験資格】国籍を問わず、昭和58年
4月2日～平成13年4月1日生まれで、
保育士の資格があり、都道府県知事
の登録を受けている方（令和3年3月
31日までに取得・登録見込みの方を
含む）

【採用予定日】令和3年4月1日
【1次選考日】8月23日㈰
【申込み】所定の申込書を8月3日㈪午
後5時までに人事課人事係（〒160-
8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎3階）
☎（5273）4053へ簡易書留で郵送（必
着）またはお持ちください。詳しくは、
人事課・特別出張所・区立図書館等で配
布している募集案内をご覧ください。
新宿区ホームページでもご案内してい
ます。

携帯電話での新しい電波利用開

始に伴うテレビ受信障害の対策

　7月16日㈭以降、区内の一部地域で

各 携 帯 電 話 事 業 者 が 新 し い 電 波
（700MHz）を試験的に利用します。こ
のため、テレビの映像が乱れる、映らな
い等の受信障害が発生する可能性があ
ります。
　受信障害が発生した場合は、お問い
合わせください。700MHz帯利用が原
因の場合、対策員証を携行した対策員
が回復作業を行います。
※作業の費用を請求することはありま
せん。
※ケーブルテレビ・ひかりテレビ・BS・
CSには影響ありません。

【問合せ】７００MHzテレビ受信障害対
策コールセンター☎0120（700）012

（PHS・IP電話等からは☎050（3786）
0700、いずれも午前9時～午後10時）
へ。
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